
租税特別措置等評価結果一覧表（事前評価）

H21 H22 H23

適用数
（法人） 19 15 11

減収額
（百万円） 76 84 26

適用数
（法人） 1,945 2,172 2,865

減収額
（百万円） 2,951 3,554 4,204

適用数
（件） 6 3 1

減収額
（百万円） 17 4 1

適用数
（件） 44 66 47

減収額
（百万円） 561 1,541 307

適用数
（件） 55 86 47

減収額
（百万円） 1,156 493 343

適用数
（件） 2 0 0

減収額
（百万円） 19 0 0

適用数
（件） 1 1 3

減収額
（百万円） 3 2 6

②

農業経営基盤強化準備金及
び準備金を活用して農用地
等を取得した場合の課税の
特例
創設年度：H19
【農林水産省主管】

農業用固定資産（農用地、農業用機
械等）を取得等するために準備金を積
み立てた場合、損金に算入。また、当
該準備金を取り崩して農業用固定資
産を取得等した場合、圧縮記帳し、損
金に算入できる措置。
＜2年延長＞

2

農業者戸別所得補償制度等の交付金の交付を受けた
農業者に対し、本特例を措置することにより、農業経営
の基盤を強化するための農業用固定資産への投資を
促進し、競争力のある経営体の育成・確保を図る。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
我が国の貴重な食料生産装置である水田を
有効活用し、新規需要米の生産を本格化さ
せ、食料供給力を強化する上で、引き続き
必要な措置。

奄美群島振興開発特別措置法に基づき指定された奄美群島【国土交通省主管、農林水産省共管】

民間事業者の奄美群島における設備投資等を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、奄美群
島地域におけるコミュニティの維持・再生に資する。

過疎地域自立促進特別措置法に基づき公示された過疎地域【総務省主管、農林水産省共管】

民間事業者の過疎地域への進出や設備投資を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、過疎地
域におけるコミュニティの維持・再生に資する。

離島振興法に基づき指定された離島振興対策実施地域【国土交通省主管、農林水産省共管】

民間事業者の離島地域への進出や設備投資を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、離島地
域におけるコミュニティの維持・再生に資する。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
交付金の交付を受けた担い手の農業経営
基盤の強化を図り、効率的かつ安定的な農
業経営への発展を図る上で、引き続き必要
な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
奄美群島の雇用の増大等を促進し、コミュニ
ティの維持・再生を図る措置として有効であ
り、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
離島地域の雇用の増大等を促進し、コミュニ
ティの維持・再生を図る措置として有効であ
り、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
半島地域の雇用の増大等を促進し、コミュニ
ティの維持・再生を図る措置として有効であ
り、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
過疎地域の雇用の増大等を促進し、コミュニ
ティの維持・再生を図る措置として有効であ
り、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
振興山村の雇用の増大等を促進し、コミュニ
ティの維持・再生を図る措置として有効であ
り、引き続き必要な措置。

③

特定地域における工業用機
械等の特別償却
創設年度：S45
【農林水産省・総務省・国土
交通省主管】

製造業等の事業に使用する機械や建
物等（取得価額2,000万円超）を取得、
建設等した場合に、特別償却ができる
措置。
＜2年延長＞

3

山村振興法に基づき指定された振興山村【農林水産省主管、国土交通省共管】

民間事業者の振興山村への進出や設備投資を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、振興山
村におけるコミュニティの維持・再生に資する。

4

5

半島振興法に基づき指定された半島振興対策実施地域【国土交通省主管、農林水産省共管】

民間事業者の半島地域への進出や設備投資を促し、
地域における雇用の増大等を図ることにより、半島地
域におけるコミュニティの維持・再生に資する。

6

7

①

特定農産加工品生産設備等
の特別償却
創設年度：H21
【農林水産省主管】

新用途米穀加工品等製造設備を取得
等した場合、その取得価額の30％相
当額の特別償却ができる措置。
＜2年延長＞

1

　我が国の貴重な食料生産装置である水田を有効活
用し、新規需要米の生産を本格化させ、食料供給力を
強化する。
（平成32年度生産数量目標：米粉用米50万トン、飼料
用米70万トン）

評価概要
番
号

税　　目 措置の内容
総
番
号

　　適用数、減収額
政策目的（抜粋）



H21 H22 H23
評価概要

番
号

税　　目 措置の内容
総
番
号

　　適用数、減収額
政策目的（抜粋）

適用数
（法人） 9 15 13

減収額
（百万円） 3,651 1,961 302

適用数
（法人） 1,127 1,722

減収額
（百万円） 342 460

適用数
（法人） 17,678 16,713 17,736

減収額
（百万円） 13,371 12,119 13,353

適用数
（法人） － － －

減収額
（百万円） － － －

適用数
（法人） － － －

減収額
（百万円） － － －

適用数
（法人） － － －

減収額
（百万円） － － －

⑧

商業・サービス中小企業活
性化税制
創設年度：新設要望
【経済産業省主管】

卸売、小売及びサービス業者で青色
申告書を提出する中小企業者等が対
象設備の要件（建物附属設備１台60
万円以上、器具・備品１台30万円以
上）を取得した場合に、特別償却（取
得価格の３０％）又は税額控除（取得
価格の７％）が適用できる措置。
＜新設：3年間＞

13

現状においても経営環境が厳しい中小商業（卸、小売
業）、サービス業について、消費税率の二段階の引上
げに備え、魅力の向上や業務改善等に資する設備投
資を促進することで、これらの産業の活性化を図る。

⑤

試験研究を行った場合の法
人税額等の特別控除
創設年度：Ｓ42
【経済産業省主管】

総額型の控除上限の再引上げを行う
措置。
（法人税額の20％→30％）
＜拡充＞

9
・
10

2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP
比４％以上にする。

④

技術研究組合の所得計算の
特例
創設年度：Ｓ36
【経済産業省主管】

技術研究組合が賦課金をもって試験
研究用資産を取得し、１円まで圧縮記
帳をした場合には減額した金額を損
金に算入できる措置。
＜２年延長＞

8
試験研究を協同して行う技術研究組合を通じて研究開
発投資の促進を図るものであり、共同研究の促進及び
持続的な経済成長を実現する上で重要。

⑥

農地保有の合理化等のため
に農地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除
創設年度：Ｓ45
【農林水産省主管】

農用地区域内の農地等を譲渡した場
合、控除額を800万円から1,200万円
に引き上げる措置（拡充）。
＜拡充＞

11

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対
する食料供給の基盤となる農地の確保及び有
効利用を図るため、意欲ある農業者に対する農
地の利用集積を推進する。

⑦

金融商品取引法等の一部改
正に伴う所要の措置
創設年度：新設要望
【経済産業省主管】

金商法等改正法の経過措置におい
て、委託者保護基金は、当分の間、金
融商品取引法の投資者保護基金が
行う一定の業務を行うことができると
されており、特定の基金に対する負担
金等の損金算入の特例について、当
該経過措置に対応した所要の措置。
＜新設：経過措置の期間＞

12

総合的な取引所の実現に向けた制度整備として、今国
会で成立した金融商品取引法等の一部を改正する法
律において設けられた経過措置に関し、税制面におい
ても所要の措置を講じることにより、総合的な取引所
創設を図る制度・施策の可能な限りの早期実施を行
い、「新金融立国」を目指す。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
今後、基本方針・行動計画に即して、地域の
中心となる経営体への農地の集積を推進す
るため、本特例措置の特別控除額の引き上
げが必要。

総合的な取引所創設を図る制度・施策の可
能な限りの早期実施を行い、「新金融立国」
を目指す上で必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
2020年度までに、官民合わせた研究開発投
資をGDP比４％以上にする上で、引き続き必
要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
試験研究を協同して行う技術研究組合を通
じて研究開発投資の促進を図るものであり、
共同研究の促進及び持続的な経済成長を
実現する上で引き続き必要な措置。

消費税の段階的に引き上げに伴う駆け込み
需要やその反動等による経営への悪影響を
最小限に抑え、地域経済において基礎的か
つ重要な役割を担っている農林水産業等の
経営の安定確保と活性化を図る上で必要な
措置。

中小商業（卸、小売業）、サービス業につい
て、消費税率の二段階の引上げに備え、魅
力の向上や業務改善等に資する設備投資
を促進することで、これらの産業の活性化を
図る上で必要な措置。

⑨

農林水産業等の税制対応を
円滑化するための特例措置
創設年度：新設要望
【農林水産省主管】

農業（関連のサービス業を含む。以下
同じ。）、林業、漁業、水産養殖業、食
料品製造業、木材・木製品製造業、協
同組合の青色申告書を提出する中小
企業者等（農業協同組合等を含む。）
又は個人事業者について、対象となる
設備を取得した場合に、取得価額の
30％の特別償却又は７％の税額控除
が出来る措置。
＜新設：3年間＞

14
消費税の段階的に引き上げに伴う駆け込み需要やそ
の反動等による経営への悪影響を最小限に抑え、地
域経済において基礎的かつ重要な役割を担っている
農林水産業等の経営の安定確保と活性化を図る。

減収額は国税分 



租税特別措置等評価結果一覧表（事後評価）

H21 H22 H23

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 842 663 834

減収額
（百万円） 1,446 1,256 1,491

適用数
（件） 2 0 2

減収額
（百万円） 5 0 6

減収額
（百万円） 35 27 10

適用数
（件） 1 0 0

減収額
（百万円） 0.1 0 0

換地処分等に伴い資産を取
得した場合の課税の特例
創設年度：S44
【農林水産省主管】

番
号

③

②

税　　目

①

　　適用数、減収額

58

総
番
号

措置の内容

11適用数
（件）

16

15

土地改良法の規定に基づく換地
処分等に伴い、所有資産を譲渡
した場合の譲渡収入により代替
資産を取得したとき、原則として、
譲渡収入がなかったものとみな
す措置。

保安施設事業により保安林等に
係る土地を譲渡した場合、譲渡
収入から2,000万円を控除する措
置。

農業経営基盤強化促進法の協議に基づく買い入れ協議により農地保有合理化法人又は農地利用集積円
滑化団体に買い取られる場合、土地の譲渡者に対して特例を適用

食品流通構造改善促進法の認定計画に基づく食品商業集積施設整備事業の用に供する土地として地方
公共団体の出資を受けた事業実施法人土地を譲渡した場合、土地の譲渡者に特例を適用

都市近郊農地の開発利用が進む中で、組合が農業上
の土地利用に留意した計画的な土地利用を推進し、無
計画な農地等の壊廃を防止し、農業と他目的利用とが
調和した土地利用を推進し、土地の流動化を計画的に
推進する。

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食
料供給の基盤となる農地の確保及び有効利用を図る
ため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推
進する。

農業協同組合法に規定する宅地等供給事業に基づき、組合が特定宅地造成事業等のために土地を譲渡
した場合、組合に対して特例を適用

17

　特定住宅地造成事業等のため
に、所有土地等を譲渡した場合、
譲渡収入から1,500万円を控除す
る措置。

特定住宅地造成事業等のた
めに土地等を譲渡した場合
の譲渡所得の特別控除
（1500万）
創設年度：S42
【農林水産省主管】

19

18

特定土地区画整理事業等の
ために土地等を譲渡した場
合の譲渡所得の特別控除
(2000万)
創設年度：S44
【農林水産省主管】

評価概要政策目的（抜粋）

消費者のワンストップショッピング志向、消費者の食品
に関する情報提供等の付加的サービス機能へのニー
ズ増大、食品の小売市場の老朽化等に対応した食品
商業集積施設の整備を推進することにより、食品流通
の合理化及び高度化を図る。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
災害発生時に必要な保安施設に対して土地
を譲渡した者へのセーフティネットとして有効
であり、引き続き必要な措置。

保安林の目的のうち、水源のかん養、土砂の流出の
防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、風害、水害、
潮害、干害、雪害又は霧害の防備、なだれ又は落石の
危険の防止、火災の防備の目的を達成するための保
安施設事業の施行の円滑化を図る。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
農地の流動化・大規模化を図る上で、引き
続き必要な措置。

食料自給率向上の基礎となる農地の有効利用を着実
に推進するため、土地利用型農業において意欲ある
多様な農業者に対して農地の利用集積を図る。

特例適用要件である土地譲渡を含む認定計
画がないため、適用数等がなく、大綱の「厳
格な見直しの要件」に該当する。
消費者の大規模商業施設へのニーズに対
応する上で、引き続き必要な措置

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
地域の中心となる経営体への農地の集積を
推進するため、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
農業上の土地利用に留意した計画的な土地
利用を推進する上で、引き続き必要な措置。



H21 H22 H23

番
号

税　　目
　　適用数、減収額総

番
号

措置の内容 評価概要政策目的（抜粋）

適用数
（件） 9,170 8,733 9,247

減収額
（百万円） 5,947 5,285 5,845

適用数
（件） 1,915 1,873 1,909

減収額
（百万円） 792 755 775

適用数
（件） 6,593 6,107 6,580

減収額
（百万円） 3,033 2,870 3,165

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 79 97 91

減収額
（百万円） 22 26 26

適用数
（法人） 1 0 0

減収額
（百万円） 27 0 0

⑤

転廃業助成金に係る課税の
特例
創設年度：Ｓ47
【農林水産省主管】

④

市町村が作成する所有権移転等促進計画の定めるところにより、農林地等を譲渡した場合、土地の譲渡
者に対して特例を適用

地域森林計画の対象とされた土地を森林組合等に委託して譲渡又は都道府県知事のあっせんにより林業
経営改善計画の認定を受けた者に林地を譲渡した場合、土地の譲渡者に対して特例を適用

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食
料供給の基盤となる農地の確保及び有効利用を図る
ため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推
進する。

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食
料供給の基盤となる農地の確保及び有効利用を図る
ため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推
進する。

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食
料供給の基盤となる農地の確保及び有効利用を図る
ため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推
進する。

国民の食料の安定的な供給を図るため、計画的な土
地利用の推進等により優良農地の確保を図る。

特に過疎化が著しい中山間地域等において、地域資
源の保全管理上の問題が深刻化している状況にある
中、農村の集落機能の維持と地域の特性に即した農
林業等の振興を図る。

農用地利用集積計画により土地を譲渡した場合、土地の譲渡者に対して特例を適用

農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に農地売買等事業のために譲渡した場合、土地の譲
渡者に対して特例を適用

農業委員会のあっせんにより譲渡した場合、土地の譲渡者に対して特例を適用

市町村長の勧告に係る協議、都道府県知事の調停により譲渡した場合、土地の譲渡者に対して特例を適
用

農地保有の合理化等のため
に農地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控除（800
万）
創設年度：Ｓ45
【農林水産省主管】

農地の保有合理化等のために、
農地等を譲渡した場合、譲渡収
入から800万円を控除する措置。

24

23

22

21

20

26

25

漁業者の転廃業について一定の
資産を取得した場合、一括経費
算入措置（圧縮記帳）。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
国際的な漁獲規制等に対応する措置として
有効であり、引き続き必要な措置。

減船等資源回復施策を通じた廃止業者の円滑な転廃
業の実施により、健全な漁業経営者の確保及び資源
の回復を図り、水産物の安定供給と水産業の健全な
発展を目指す。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
地域の中心となる経営体への農地の集積を
推進するため、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
地域の中心となる経営体への農地の集積を
推進するため、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
地域の中心となる経営体への農地の集積を
推進するため、引き続き必要な措置。

市町村の勧告等の実績がないため、適用数
等がなく、大綱の「厳格な見直しの要件」に
該当する。
市町村が所有権移転に係る勧告等が必要と
判断するケースに備えて用意された制度で
あり、優良農地の確保を図る上で、引き続き
必要な措置。

特例適用要件を満たす農林地等の譲渡実
績がないため、適用数等がなく、大綱の「厳
格な見直しの要件」に該当する。
譲渡後の農林地等の農林業上の利用を確
保し、計画的な土地利用を推進する上で、引
き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
小規模かつ分散した林地を意欲ある者へ面
的な集積を促進する措置として有効であり、
引き続き必要な措置。

効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けて、意欲
ある者による森林経営計画の作成を推進し、計画に基
づく低コストで効率的な施業の実行の定着を図る。
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番
号

税　　目
　　適用数、減収額総

番
号

措置の内容 評価概要政策目的（抜粋）

適用数
（件） 35 0 0

減収額
（百万円） 4,050 0 0

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 101 110 91

減収額
（百万円） 103 79 57

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 9 5 3

減収額
（百万円） 13 6 0.2

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

特定の基金に対する負担金
等の必要経費算入の特例

創設年度：Ｓ50
【農林水産省主管】

特定の基金に負担金等を支出し
た場合の経費算入措置。

28

27

30

29

⑥

33

32

31

当該基金が積み上がっているため、適用数
等がなく、大綱の「厳格な見直しの要件」に
該当する。
基金への資金拠出に対して、負担を軽減し、
結果として国費等の出費抑制を図る上で有
効であり、引き続き必要な措置。

就農支援資金の貸付け等の特別措置を講ずることに
より、青年等の就農促進を図り、もって農業の健全な
発展と農村の活性化に寄与することを目的とする。

農業信用基金協会に設置されている保証債務の弁済に充てるための資金の拠出を行った場合、資金の
拠出者に対して特例を適用

信用力の脆弱な農業者等の信用力を補完し、農業経
営に必要な資金の円滑な融通を図ることにより、生産
性の向上及び経営の改善に資することを目的とする。

ジェイエフマリンバンク支援協会が設置する支援基金に充てるための資金の拠出を行った場合、資金の拠
出者に対して特例を適用

農漁協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確
保を図ることを支援し、もって地域農漁業及び地域経
済の発展に寄与することを目的とする。

配合飼料価格の高騰が畜産経営に及ぼす影響を緩和
するため、異常補塡基金を円滑に造成し、畜産経営者
に対し補塡を適切に実施することにより、畜産経営の
安定を図る。

農地利用集積円滑化団体のうち一般公益法人の活動費等に対して資金の拠出を行った場合、資金の拠
出者に対して特例を適用

競争力のある経営体を育成・確保し、国民に対する食
料供給の基盤となる農地の確保及び有効利用を図る
ため、意欲ある農業者に対する農地の利用集積を推
進する。

都道府県青年農業者等育成センターの活動費等に対して資金の拠出を行った場合、資金の拠出者に対し
て特例を適用

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
基金に充当が必要な年には資金拠出が行
われており、基金への資金拠出に対して、負
担を軽減し、結果として国費等の出費抑制
を図る上で、引き続き必要な措置。

資金の拠出先である農地利用集積円滑化
団体（一般公益法人に限る。）に係る事業の
創設から２年程度（Ｈ21.12～）ということで、
まだ間もないため適用数等がなく、大綱の
「厳格な見直しの要件」に該当する。
基金への資金拠出に対して、インセンティブ
を促し、結果として国費等の出費抑制を図る
上で、引き続き必要な措置。

当該基金が積み上がっているため、適用数
等がなく、大綱の「厳格な見直しの要件」に
該当する。
基金への資金拠出に対して、負担を軽減し、
結果として国費等の出費抑制を図る上で有
効であり、引き続き必要な措置。

適用件数等の一部が「厳格な見直しの要
件」に該当する。
基金への資金拠出に対して、負担を軽減し、
結果として国費等の出費抑制を図る上で有
効であり、引き続き必要な措置。

当該基金が積み上がっているため、適用数
等がなく、大綱の「厳格な見直しの要件」に
該当する。
基金への資金拠出に対して、負担を軽減し、
結果として国費等の出費抑制を図る上で有
効であり、引き続き必要な措置。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
基金への資金拠出に対して、負担を軽減し、
結果として国費等の出費抑制を図る上で有
効であり、引き続き必要な措置。

ジェイエイバンク支援協会が設置する支援基金に充てるための資金の拠出を行った場合、資金の拠出者
に対して特例を適用

農漁協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確
保を図ることを支援し、もって地域農漁業及び地域経
済の発展に寄与することを目的とする。

漁業信用基金協会に設置されている保証債務の弁済に充てるための資金の拠出を行った場合、資金の
拠出者に対して特例を適用

信用力の脆弱な漁業者等の信用力を補完し、漁業経
営に必要な資金の円滑な融通を図ることにより、生産
性の向上及び経営の改善に資することを目的とする。

（社）配合飼料供給安定機構の造成する異常補填基金に対して資金の拠出を行った場合、資金の拠出者
に対して特例を適用
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番
号

税　　目
　　適用数、減収額総

番
号

措置の内容 評価概要政策目的（抜粋）

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 0 0 0

減収額
（百万円） 0 0 0

適用数
（件） 1,400 1,184 1,184

減収額
（百万円） 10,089 10,097 9,673

⑦

特定の交換分合により土地
等を取得した場合の課税の
特例
創設年度：Ｓ56
【農林水産省主管】

特定の交換分合により、所有土
地等を交換した場合の譲渡収入
の経費算入措置。

34

農業振興地域の整備に関する法律又は集落地域整備法に定める特定の交換分合で、法人が所有する土
地等を交換した場合、法人に対して特例を適用

35

農住組合法に定める特定の交換分合で、法人が所有する土地等を交換した場合、法人に対して特例を適
用

36

適用数等がなく、大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
農業上の土地利用に留意した計画的な土地
利用を推進する上で、引き続き必要な措置。

適用数等がなく、大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当する。
市町村が主導して交換分合を行うことが特
に必要と認めるケースに備えて用意された
制度であり、優良農地の確保を図る上で、引
き続き必要な措置。

国民の食料の安定的な供給を図るため、計画的な土
地利用の推進等により優良農地の確保を図る。

都市農業の役割や都市住民のニーズ等を踏まえ、都
市及びその周辺の地域における農業の振興を図る。

2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ
比４％以上にする。
6次産業化やフードチェーンにかかる技術開発を推進
する。

⑧

試験研究を行った場合の法
人税額等の特別控除
創設年度：Ｓ42
【経済産業省主管】

食品産業、農薬製造業が試験研
究費を支出した場合の経費算入
措置（試験研究費総額の10％
等）。

適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要
件」に該当しない。
試験研究を促進することにより、競争力の強
化等を図る上で有効であり、引き続き必要な
措置。

平成22年度税制改正大綱において、適用件数が100件未満、又は減収額が1億円未満の特例措置について「特に厳格に判断する」とされており、この

方針に照らして適用件数等についての評価方法を判断。 

 
【記載に当たっての判断基準】 
１．適用数が100件以上、かつ減収額が1億円以上に当たる場合 
        ：適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要件」に該当しない 
２．適用数が100件未満、又は減収額が1億円未満のいずれかに当たる場合。 
        ：適用件数等の一部が「厳格な見直しの要件」に該当する 
３．適用数が100件未満、かつ減収額が1億円未満に当たる場合 
        ：適用件数等は大綱の「厳格な見直しの要件」に該当する 
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